
AMO LEAF 2014 年 4月 1日以降の新価格決定のお知らせ

2014.03.13　AMO LEAF 運営事務局

この度はAMO LEAFをご検討頂き誠にありがとうございます。
AMO LEAFは2014年4月１日（火）より、

手作りペーパーアイテムの価格体系を見直し料金改定をいたします。
今後もより一層サービスの向上に努めて参りますので
引き続きご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

3 月中旬～ 3 月末にかけましてご注文の増加により
配送などが通常よりも遅延する可能性がございます。

大変恐縮ではございますが
予めご了承の程何卒よろしくお願い致します。
また、価格変更前の過剰購入による返品
返金等はお受けできませんので

ご購入前に部数の確認をお願い致します。

上記の様な事情もございますので
AMO LEAF 商品をご検討中のお客様におきましては

お早目のご購入をお勧め致します。

AMOLEAF TOPページへ戻る

http://www.amoleaf.com/


■招待状 AMO LEAF 招待状
商品名一覧

現在～2014/03/31までの価格
（税込）

2014/04/01以降の価格
（税込）

ＷＤチャーム（ネイビー）招待状　　チャームゴムあり ¥300 ¥350
ＷＤチャーム（ネイビー）招待状　チャームゴムなし ¥220 ¥250
ＷＤチャーム（パール）招待状　チャームゴムあり ¥300 ¥350
ＷＤチャーム（パール）招待状　チャームゴムなし ¥220 ¥250
アクア ¥170 ¥190
アジュール招待状 ¥220 ¥250
アンサンブル ¥200 ¥200
イノセント ¥170 ¥190
イブニングローズ ¥170 ¥190
オーブ ¥170 ¥190
カスタネット ¥150 ¥150
キルト（ゴールド） ¥170 ¥190
キルト（ピンク） ¥170 ¥190
キルト（ホワイト） ¥170 ¥190
グラス ¥150 ¥170
クリムソン ¥170 ¥190
グレイシャス招待状 ¥220 ¥240
ゴールドキューブ ¥150 ¥170
コンプリート（パール）招待状 ¥200 ¥220
コンプリート（ブロンズ）招待状 ¥200 ¥220
サテン ¥170 ¥190
サンシャイン ¥150 ¥150
ジュエル ¥150 ¥170
シュガー ¥150 ¥200
ショコラティエ ¥220 ¥250
スウィート ¥150 ¥190
スウィートピンク ¥200 ¥200
スカイ ¥170 ¥190
ストーリー ¥150 ¥190
スノーハート ¥150 ¥170
スプリング ¥150 ¥170
セルメント（ゴールド）招待状 ¥220 ¥240
セルメント（シルバー）招待状 ¥220 ¥240
セレナーデ ¥150 ¥170
チョコ ¥200 ¥200
ティアラ ¥150 ¥170
ディッシュ ¥150 ¥190
ドリーム ¥150 ¥170
ナチュラル ¥150 ¥170
ハート＆ハート ¥150 ¥150
パピヨン（イエロー） ¥170 ¥190
パピヨン（ピンク） ¥170 ¥190
バルーン ¥150 ¥170
ピアニッシモ ¥150 ¥170
ビビット ¥170 ¥200
ピュアピンク ¥180 ¥200
ピンクグレイス ¥200 ¥
ファニー ¥170 ¥190
フラワー ¥170 ¥190
フラワーリース ¥170 ¥190
プリズム ¥150 ¥150
プリンセス ¥170 ¥190
プリンセスゴールド ¥170 ¥190
フローディア ¥250 ¥250
プロセス ¥170 ¥190
ベール ¥170 ¥190
ペタル ¥150 ¥150
ホワイトチョコ ¥170 ¥190
ホワイトフレーム ¥150 ¥170
マテリアル ¥150 ¥170
ミカーレ招待状 ¥200 ¥220
ミラー ¥170 ¥190
ミルフィーユ ¥170 ¥190
モカ ¥180 ¥200
ラフィナート招待状 ¥220 ¥250
レース ¥170 ¥190
ローズポップ ¥150 ¥170
ロマネスク（パール）招待状 ¥220 ¥250
ロマネスク（ブロンズ）招待状 ¥220 ¥250
ワルツ ¥220 ¥250
振袖 招待状 ¥220 ¥220
優婉招待状 ¥250 ¥280
留袖 招待状 ¥220 ¥220

220
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■席次表 AMO LEAF 席次表
商品名一覧

現在～2014/03/31までの価格
（税込）

2014/04/01以降の価格
（税込）

ＷＤチャーム（ネイビー）席次表Ａ３　フラワーチャームゴム ¥300 ¥390
ＷＤチャーム（ネイビー）席次表Ａ４　リングチャームゴム ¥300 ¥390
ＷＤチャーム（ネイビー）席次表Ａ３　チャームゴムなし ¥250 ¥290
ＷＤチャーム（ネイビー）席次表Ａ４　フラワーチャームゴム ¥300 ¥390
ＷＤチャーム（ネイビー）席次表Ａ４　リングチャームゴム ¥300 ¥390
ＷＤチャーム（ネイビー）席次表Ａ４　チャームゴムなし ¥250 ¥290
ＷＤチャーム（ネイビー）席次表Ｂ４　フラワーチャームゴム ¥300 ¥390
ＷＤチャーム（ネイビー）席次表Ｂ４　リングチャームゴム ¥300 ¥390
ＷＤチャーム（ネイビー）席次表Ｂ４　チャームゴムなし ¥250 ¥290
ＷＤチャーム（パール）席次表Ａ３　フラワーチャームゴム ¥300 ¥390
ＷＤチャーム（パール）席次表Ａ３　リングチャームゴム ¥300 ¥390
ＷＤチャーム（パール）席次表Ａ３　チャームゴムなし ¥250 ¥290
ＷＤチャーム（パール）席次表Ａ４　フラワーチャームゴム ¥300 ¥390
ＷＤチャーム（パール）席次表Ａ４　リングチャームゴム ¥300 ¥390
ＷＤチャーム（パール）席次表Ａ４　チャームゴムなし ¥250 ¥290
ＷＤチャーム（パール）席次表Ｂ４　フラワーチャームゴム ¥300 ¥390
ＷＤチャーム（パール）席次表Ｂ４　リングチャームゴム ¥300 ¥390
ＷＤチャーム（パール）席次表Ｂ４　チャームゴムなし ¥250 ¥290
アジュール席次表B4 ¥250 ¥290
アプリコットローズ ¥220 ¥250
アマンド ¥250 ¥280
ヴァルス ¥250 ¥280
グレイシャス (ホワイト)席次表B4 ¥250 ¥280
グレイシャス (ブラック)席次表B4 ¥250 ¥280
コンプリート（パール）席次表Ｂ４　エンジェルチャーム ¥400 ¥480
コンプリート（パール）席次表Ｂ４　ゴールドハートチャーム ¥400 ¥480
コンプリート（パール）席次表Ｂ４　シルバーハートチャーム ¥400 ¥480
コンプリート（パール）席次表Ｂ４　チャームなし ¥200 ¥280
コンプリート（ブロンズ）席次表Ｂ４　エンジェルチャーム ¥400 ¥480
コンプリート（ブロンズ）席次表Ｂ４　ゴールドハートチャーム ¥400 ¥480
コンプリート（ブロンズ）席次表Ｂ４　シルバーハートチャーム ¥400 ¥480
コンプリート（ブロンズ）席次表Ｂ４　チャームなし ¥200 ¥280
サボン ¥220 ¥250
セメント（シルバー）席次表Ｂ４　　エンジェルチャーム ¥400 ¥480
セメント（シルバー）席次表Ｂ４　　ゴールドハートチャーム ¥400 ¥480
セメント（シルバー）席次表Ｂ４　　シルバーハートチャーム ¥400 ¥480
セメント（シルバー）席次表Ｂ４　　チャームなし ¥250 ¥280
セメント（ゴールド）席次表Ｂ４　エンジェルチャーム ¥400 ¥480
セメント（ゴールド）席次表Ｂ４　ゴールドハートチャーム ¥400 ¥480
セメント（ゴールド）席次表Ｂ４　シルバーハートチャーム ¥400 ¥480
セメント（ゴールド）席次表Ｂ４　チャームなし ¥250 ¥280
ティア―ド ¥200 ¥220
パール ¥200 ¥220
ピンクパール ¥200 ¥220
ファンシー ¥250 ¥280
ファンタジー ¥200 ¥220
ブロッサム ¥250 ¥280
ホワイトショコラ ¥200 ¥220
ミカーレ席次表Ａ３ ¥250 ¥280
ミカーレ席次表Ｂ４ ¥250 ¥280
ラフィナート席次表Ａ３ ¥250 ¥290
ローザ ¥200 ¥220
ロマネスク（パール）席次表Ａ３ ¥250 ¥290
ロマネスク（パール）席次表Ａ４ ¥250 ¥290
ロマネスク（パール）席次表Ｂ４ ¥250 ¥290
ロマネスク（ブロンズ）席次表Ａ３ ¥250 ¥290
ロマネスク（ブロンズ）席次表Ａ４ ¥250 ¥290
ロマネスク（ブロンズ）席次表Ｂ４ ¥250 ¥290
振袖 席次表 Ａ３ ¥250 ¥280
振袖 席次表 Ｂ４ ¥250 ¥280
優婉席次表Ａ３ ¥250 ¥350
優婉席次表Ｂ４ ¥250 ¥350
留袖 席次表 Ａ３ ¥250 ¥280
留袖 席次表 Ｂ４ ¥250 ¥280
和音席次表Ａ３ ¥300 ¥350
和音席次表Ｂ４ ¥300 ¥350
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■席札

■セット
　 プラン

■その他
サンキューカード（付箋）や封筒、中紙、席次表中紙など（付属品）は
2014 年 4月 1日以降も現在の表示価格と同一の価格となります。

AMO LEAF セット
商品名一覧

現在～2014/03/31までの価格
（税込）

2014/04/01以降の価格
（税込）

アズールセット ¥400 ¥450
エレガントセット ¥380 ¥400
ガーデンセット ¥420 ¥480
キュートセット ¥400 ¥450
ドルチェセット ¥480 ¥550
パールセット ¥380 ¥400
ブーケセット ¥480 ¥550
プリティーセット ¥380 ¥450
モダンセット ¥500 ¥580
ラグジュアリーセット* ¥480 ¥480
ローズセット ¥400 ¥480
ロマンティックセット ¥380 ¥450

*・・・ラグジュアリーセットの招待状ショコラティエは2014/4/1以降、招待状ホワイトチョコに変更となります

AMO LEAF 席札
商品名一覧

現在～2014/03/31までの価格
（税込）

2014/04/01以降の価格
（税込）

ＷＤチャーム（パール）席札 ¥50 ¥60
アジュール席札 ¥50 ¥60
エキューム ¥85 ¥90
グレイシャス席札 ¥50 ¥60
コンプリート席札 ¥50 ¥60
シナモン ¥100 ¥120
シルク ¥75 ¥80
セルメント（シルバー）席札 ¥120 ¥130
セルメント（ゴールド）席札 ¥120 ¥130
バタフライ ¥90 ¥100
ピンキー ¥85 ¥90
ブーケ ¥85 ¥90
ホザ ¥75 ¥80
マロン ¥90 ¥110
ミカーレ席札 ¥50 ¥60
ミルク ¥85 ¥90
ラフィナート席札 ¥120 ¥130
リトルローズ ¥90 ¥90
ルミ ¥75 ¥80
ロマネスク（パール）席札 ¥50 ¥60
ロマネスク（ブロンズ）席札 ¥50 ¥60
振袖・留袖 席札 ¥50 ¥60
優婉席札 ¥50 ¥60
和音席札 ¥50 ¥60
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